
OfficialResult
男子チーム

2022/05/15

 RANK BIB RIDERSTEAM TIME GAPLAPS
CROSSOVER 2軍1 112 津田 昌樹 武藤 晃治 石原 智一 16 3:04:09.42 -

チーム　設中2 129 夏目 晴翔 加藤 滉房 後藤 翼斗 14 3:09:42.45 -2Laps

カリツー3 119 土井 俊明 古澤 洋平 伊豫田 泰孝 14 3:10:02.94 -2Laps

天神橋Team-C4 110 桑原 周作 峰澤 敬太 高橋 真也 14 3:16:30.41 -2Laps

西三河®️5 125 鈴木 武治 中村 大和 河合 栄男 13 3:01:45.06 -3Laps

たまちゃんず6 109 玉澤 宏悦 斎藤 秀樹 森田 亮 13 3:04:32.82 -3Laps

浜松スクエアクライミング7 116 吉川 亮 古川 雅英 岩代 勇毅 13 3:07:47.49 -3Laps

Rabbit Boyz8 126 門川 錠ニ 高木 貴規 橋本 邦彦 13 3:09:07.09 -3Laps

新！神和会9 121 佐藤 潤 市川 真裕 南部 茂樹 13 3:11:26.38 -3Laps

モリとピュア俺達10 120 松野 圭祐 加藤 慎一 青山 直樹 13 3:11:57.66 -3Laps

粟本11 101 本田 昌誉 粟津原 裕樹 12 3:00:29.34 -4Laps

シカダモンデ？12 103 丸野 裕介 村松 祐三 12 3:01:33.39 -4Laps

アルプス会13 128 中神 賢二 野崎 哲郎 榊原 弘樹 12 3:10:50.99 -4Laps

BeeSun14 107 村松 裕樹 杉原 康仁 12 3:11:04.44 -4Laps

贅沢は、１日柿ピー半かけら15 131 小柳津 彰朗 村田 卓也 橋本 和樹 12 3:11:50.42 -4Laps

TEAM YOKOHAMA16 124 阪田 豊則 森 憲一 脇坂 敏弘 12 3:14:58.25 -4Laps

とよしんRC チームマッチョ17 118 阿蘓 拓也 三宅 寿哉 森本 鉱也 12 3:16:02.66 -4Laps

とりぞう行くぞ18 115 田中 佑治 山下 直也 島津 勝一 12 3:16:03.77 -4Laps

まちかち19 114 須見 桂太 鈴木 健嗣 石原 聖季 11 3:02:54.06 -5Laps

木こりツリーサービス20 106 神谷 キョウジ 篠田 ﾏｻｶｽﾞ 11 3:07:44.28 -5Laps

リョーマトオヤジトリクジョウブ21 122 おおば りょうま おおば まさかず みずの てつや 11 3:11:53.86 -5Laps

ランナーズハイ22 127 若松 裕史 山口 尚志 坂田 拓哉 11 3:13:17.05 -5Laps

とよしんRC チームGOD23 117 神谷 正一 神谷 幸宏 彦坂 和紀 10 2:59:46.93 -6Laps

チーム屯屋24 105 野澤 泰晴 三浦 英基 10 3:04:02.58 -6Laps

山西25 108 鳥山 芳雄 伊藤 喜紀 10 3:10:00.79 -6Laps

南部OB26 111 近田 和彦 宮副 優三 戸澤 兵吾 10 3:10:54.84 -6Laps

カモン！鹿島27 132 剱持 光尚 大塚 勇人 岡田 章吾 10 3:11:44.17 -6Laps

みのや倶楽部28 113 小林 義典 大河原 俊伸 六鹿 美吉 10 3:12:30.43 -6Laps

東郷ケッターパーク29 130 滝川 直樹 瀧川 恭平 白頭 卓也 10 3:17:56.23 -6Laps

BUCYO CLT30 104 前原 聡 植田 耕平 9 3:02:54.72 -7Laps

田舎の長男31 123 中川 儀一 北川 達弥 福山 良孝 8 2:26:46.49 -8Laps

カピバラノオサンポDNS 102 上原 正憲 上原 佑馬 0 -

Number of Starters.:31

Number of Finishers.:31

DNS:1

DNF:0

DQ:0

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2022/05/15/. TIME: 13:36. page1


